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Annual Meeting Planning Committee
日本生態学会大会企画委員会
This document is an official record of the 60th Annual Meeting of ESJ program errata, which include following
types of additions, only the deletion or corrections;
1. Title correction, in case that original title included a substantial mistake which would prevent a clear
understanding of the presentation.
2. Author(s) addition and/or deletion,
3. Correction to the author(s) name.
Subtle misspelling or mistakes in the title, or omission and/or mistakes in the author affiliation are not corrected.
本表に掲載された訂正は大会の公式記録として残ります。掲載されるのは、次の 3 つの場合のみです。
1. 講演タイトルの訂正（途中で切れているなど、講演内容が分からないほどの大きな誤りがあるものに限る）
2. 著者の追加や削除
3. 著者の氏名の誤りの訂正
タイトルの誤字・脱字、字句の修正、著者の所属の抜け・誤りなどの訂正は、掲載いたしておりません。
Symposia and Organized Sessions (シンポジウムと企画集会)

Author addition/correction (著者の追加・訂正)
S10-4

ヤマホタルブクロにおける花サイズの標高間変異と遺伝子流動

(誤)

長野祐介(信大・理・生物)

(正)

*長野祐介，阿部航大（信大・理・生物），市野隆雄（信大・理，信大・山岳総研）

T06-2

スギ人工林における間伐強度が種多様性の回復および炭素固定量に及ぼす影響

(誤)

*根岸幸枝, 清和研二 (東北大 院農)

(正)

*根岸沙知, 清和研二(東北大 院農)

T15-1

伊豆沼・内沼の自然再生に向けてのマガン・ブラックバス・ハスの関係性

(誤)

嶋田哲郎（（財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団）

(正)

*嶋田哲郎，藤本泰文（（財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団）

T16-3

生態系サービス指標を用いた評価研究事例

(誤)

庄山紀久子（国環研）

(正)

山形与志樹,*庄山紀久子（国環研）,関根秀真（三菱総研）

T17-2

音声録音データを用いた鳥類多様性評価の可能性

(誤)

藤田素子（京大東南研）

(正)

*藤田素子（京大東南研）・丸山晃央（京大農）・神崎護（京大農）・奥乃博（京大工）

衛星データを用いた樹木群集組成指標値による生物多様性の広域モニタリング

T17-4
(誤)

田中厚志（京大農森林生態）

(正)

*田中厚志, 今井伸夫, 北山兼弘（京大院

農）,Jupiri Titin（Sabah Forestry Department）

Poster and oral sessions (一般講演)

Author addition/correction (著者の追加・訂正)
B2-17

Comparison of Species Composition and Abundance of the Bee Assemblages, Collected by Window

Traps, among Four Types of Forests in Noto Peninsula, Japan
(誤)

*Priawandiputra, W., Barsulo, C. Y., Nakamura, K. (Kanazawa University), Permana, A. D. (Bandung

Institute of Technology)
(正)

*Priawandiputra, W., Barsulo, C. Y. (Kanazawa University, Japan), Permana, A. D. (Bandung Institute of

Technology, Indonesia) and Nakamura, K. (Kanazawa University, Japan)
マハゼ Acanthogobius flavimanus の耳石解析～モデル選択による Sr/Ca 変動パターン分けの試み

C3-34
(誤)

上村了美（国総研）

(正)

*上村了美，吉田潤，岡田知也，古川恵太（国総研）
陝西省北部、黄土高原草地における群集構造の空間分布

F2-18
(誤)

*塩見正衛（放送大・茨城）、山村靖夫（茨城大・理）、陳俊（西北農林科技大・動物）、中野隆志（山

梨環境科学研）、楊云貴（西北農林科技大・動物）、紺野由香(茨城大・理）、胡遠彬（西北農林科技大・動
物）、高寧（西北農林科技大・動物）
(正)

*塩見正衛（放送大・茨城）、山村靖夫（茨城大・理）、陳俊（西北農林科技大・動物）、中野隆志（山

梨環境科学研）、楊云貴（西北農林科技大・動物）、紺野由佳(茨城大・理）、胡遠彬（西北農林科技大・動
物）、高寧（西北農林科技大・動物）
アジアのブナ林・ナラ林の世界的位置づけ

F2-21
(誤)
(正)

*藤原一繪・原田敦子(横浜市大．院・生命ナノシステム科学）・志栄・王林・王正祥・湯茜・尤梅海
*藤原一繪・原田敦子(横浜市大．院・生命ナノシステム科学）・志栄・王林・汪正祥・湯茜・尤梅海

P1-011

北海道北部の天然生針広混交林における主要な立木の枯死形態とその要因

(誤)

*佐藤剛,井上大樹(北大・環境科学),吉田俊也(北大・研究林)

(正)

*佐藤剛,井上太樹(北大・環境科学),吉田俊也(北大・研究林)

P1-054

小笠原テリハハマボウの水利用戦略と乾燥立地への適応

(誤)

才木真太朗*,京都大学

生態学研究センター

(正)

*才木真太朗（京都大学生態学研究センター）,奥野匡哉（京都大学生態学研究センター）,矢崎健一（森

林総合研究所）,石田厚（京都大学生態学研究センター）

P1-066

風媒草本ブタクサの開花時期と草丈にかかる選択圧

(誤)

*中原 亨, 深野祐也（九大・シス生）, 矢原徹一（九大・理）

(正)

*中原 亨, 深野祐也, 寺本健太郎（九大・シス生）, 矢原徹一（九大・理）

P1-067

Contribution of root-tubes in the regeneration of Lithocarpus glaber

(誤)

Elias Thiam*, Yushi Takaoka and Tsuyoshi Yoneda, Kagoshima University

(正)

Elias Thiam*, Yuji Takaoka and Tsuyoshi Yoneda, Kagoshima University

P1-086
(誤)

非撹乱型複合萌芽戦略-アカガシにおける成長に伴う萌芽機能の変化-

*瓜生真也（横国大・院・環境情報）, 武生雅明（東農大・地域環境）,磯谷達宏（国士舘大・地理） 吉

田圭一郎（横国大・教育）, 酒井暁子（横国大・環境情報）
(正)

*瓜生真也（横国大・院・環境情報）, 磯谷達宏（国士舘大・地理）, 吉田圭一郎（横国大・教育）, 酒

井暁子（横国大・院・環境情報）
P1-089

山口県上関祝島の植物と植生

(誤)

山田直季(滋賀県立大・環境生態)

(正)

*山田直季,野間直彦（滋賀県立大）,安渓貴子（山口大）,安渓遊地（山口県立大）

P1-183
(誤)

海洋環境データと漁獲量からみた東北沿岸底生性魚類の生息域変化

*須田亜弥子（東北大・生命）,土居秀幸（広島大・サステナセンター）,成松庸二（東北水研）,河田雅圭

（東北大・生命）
(正)

須田亜弥子（東北大院・生命）,土居秀幸（広島大・サステナセンター）,佐藤光彦（東北大院・生命）,

成松庸二（水総研セ東北水研）,河田雅圭（東北大院・生命）
P1-205

中田島砂丘におけるハビタットと昆虫相
明治大学大学院

応用植物生態学研究室

(誤)

*遠藤拓洋

(正)

*遠藤拓洋(明治大学・院・農),倉本宣(明治大学・農)

P1-247

冬眠中に確認されたコキクガシラコウモリの発情

(誤)

* 佐藤

(正)

*佐藤

P1-304

雄大, 関島

恒夫

新潟大（自然科学）

雄大（新潟大 自然）, 星

信彦（神戸大院 農）, 関島

野辺山高原における在来植生保全のための群落構造とその遷移状況の把握

(誤)

桑畑亜矢子（信州大・農）

(正)

*桑畑亜矢子、大窪久美子、大石善隆 （信州大・農）

P1-347

恒夫（新潟大 自然）

ボルネオ島の択伐林における音声録音による鳥類調査手法の開発

(誤)

*丸山晃央(京大農),藤田素子(京大東南ア研),Mohammad Irham(RCB-LIPI),神崎護(京大院農)

(正)

*丸山晃央(京大農),藤田素子(京大東南ア研),Mohammad Irham(RCB-LIPI),神崎護(京大院農),奥乃博(京大

院情報学)
P1-356
(誤)

青森県津軽地方に生息するノスリの羽を用いた重金属モニタリング方法の検討

*竹谷栄亮(弘前大・理工)，野田香織(弘前大・理工)，渡辺泉(農工大・農)，坂有希子(弘前大院・農)，東

信行(弘前大・農)

(正)

*竹谷栄亮(弘前大・理工)，野田香織(弘前大・理工)，渡邉泉(農工大・農)，坂有希子(弘前大院・農)，東

信行(弘前大・農)
P1-375
(誤)
(正)

都立水元公園「復元池」におけるアメリカザリガニの生息環境選好性

*真野佑亮(明治大・院・農),倉本宣(明治大・農)
*真野佑亮(明治大・院・農),倉本宣(明治大・農),市原みずよ,斉藤悠(NPO 法人水元ネイチャープロジェ

クト)
P2-010

ミクロネシア・トラック環礁における海岸植生の種組成と分布パターン

(誤)

鹿児島大・教育

(正)

川西基博（鹿児島大・教育）

P2-158

森林火災跡地に残された微粒炭等炭化物についての基礎的研究(2)

(誤)

京都精華大・人文

(正)

小椋純一（京都精華大・人文）

P2-182
(誤)

モンゴルの遊牧における季節移動と日帰り放牧

*Nachinshonhor G.U. (岡山大学), Eerdeni (東京大学), Jargalsaikhan L. (Batanical Institute, Mongolian

Academy of Science))
(正)

Nachinshonhor G. URIANHAI（岡山大学）、Eerdeni（東京大学）、Jargalsaikhan LUVSANDORJ（Mongolian

Academy of Science）、長谷川成明（北海道大学）、藤田昇（地球研）、石井励一郎（海洋研究開発機構）、
吉川賢（岡山大学）、小長谷有紀（国立民族学博物 館）、山村則男（同志社大学）
P2-236

機能的アルファ・ベータ多様性と群集集合則

(誤)

片渕正紀（西双版納熱帯植物園）

(正)

*片渕正紀 (西双版納熱帯植物園), Matthew R. Helmus (Univ. Wisconsin)

P2-283
(誤)

山地・低地湖沼における過去 100 年のミジンコ属（Daphnia）個体群構造とその変遷の復元

*大槻朝(東北大・生命), 石田聖二(東北大・国際高等研), 加三千宣, 槻木玲美(愛媛大・上級センター), 兵

藤不二夫(岡山大・異分野コア), 牧野渡, 占部城太郎(東北大・生命)
(正)

*大槻朝, 佐藤琢馬, 石田聖二(東北大・生命), 加三千宣, 槻木玲美(愛媛大・上級センター), 兵藤不二夫

(岡山大・異分野コア), 牧野渡, 占部城太郎(東北大・生命)
P2-291

クマの出る年はノネズミも多い

(誤)

*安藤元一、 小川博、 佐々木剛、 高中健(東農大・農)

(正)

*安藤元一,小川博,佐々木剛,高中健一郎(東農大・農)

P2-320

処女女王に対するワーカーの攻撃性
生態・進化学ユニット

(誤)

OIST

(正)

*岡本 美里, Mikheyev Alexander (OIST

P2-374

ー雄遺伝子の利己性が攻撃行動を生み出す？ー

生態・進化学ユニット)

北海道上美唄湿原の植生劣化要因の検討

(誤)

*島村崇志（道総研・環境研）, 高田雅之（法政大）

(正)

*島村崇志（道総研・環境研）, 高田雅之（法政大）, 濱原和広（道総研・環境研）

P2-394

降水量と放牧の違いがモンゴルの牧畜業-牧草地生態系の持続性に与える影響

(誤)

*加藤聡史,藤田昇,山村則男

(正)

*加藤聡史,藤田昇,石井励一郎,幸田良介,山村則男

P2-408
(誤)

Change of a growth situation of Viola raddeana for 5 years in Sugao-Numa, Ibaraki Prefecture

*澤田みつ子（筑波大・院・生命環境）,小幡和夫（茨城県自然博物館）,上條隆志（筑波大・生命環境系）,

中村徹（筑波大・生命環境系）
(正)

*澤田みつ子（筑波大・院・生命環境）,小幡和男（茨城県自然博物館）,上條隆志（筑波大・生命環境系）,

中村徹（筑波大・生命環境系）
P2-430

ウトナイ湖北岸におけるオオアワダチソウ駆除

(誤)

*櫻井善文（(株)ドーコン,原田修(日本野鳥の会）,矢部和夫(札幌市立大学),安田千夏,中村聡(日本野鳥の会)

(正)

*櫻井善文（(株)ドーコン,原田修(日本野鳥の会）,矢部和夫(札幌市立大学),安田千夏(日本野鳥の会)

P3-HS03
(誤)

守れ！ふるさとのカスミサンショウウオ～保護活動と遺伝的多様性の分析Ⅲ～

*二村凌，*米川可奈子，大澤拓巳，近藤理子，安田伸，宇野真，*加藤真帆，小林敬弘，真田樹也，篠原

悠希，*高橋晃太郎，常川晃輝，廣江永，細 江恭輔，堀口晏奈，安澤晃，馬淵朋哉，梅村啓太郎，大前佳穂（岐
阜県立岐阜高等学校），向井貴彦（岐阜大学地域科学部），高木雅紀（岐阜県立岐阜高等学 校）
(正)

*二村凌，*米川可奈子，大澤拓巳，近藤理子，安田伸，宇野真，*加藤真帆，小林敬弘，眞田樹也，篠原

悠希，杉山加奈，*髙橋晃太郎，常川晃輝， 廣江永，細江恭輔，堀口晏奈，安澤晃，馬淵朋哉，梅村啓太郎，
大前佳穂（岐阜県立岐阜高等学校），向井貴彦（岐阜大学地域科学部），矢追雄一，高木雅紀 （岐阜県立岐
阜高等学校）
P3-HS22
(誤)

岐阜県内におけるイワナの mtDNA の変異と揖斐川水系支流におけるイワナの斑紋異常

*二村凌（岐阜県立岐阜高等学校），向井貴彦（岐阜大学地域科学部），高木雅紀（岐阜県立岐阜高等学

校）
(正)

*二村凌，梅村啓太郎（岐阜県立岐阜高等学校），向井貴彦（岐阜大学地域科学部），矢追雄一，高木雅

紀（岐阜県立岐阜高等学校）

